
 会　　　　　議　　　　　名 時　間 場　所 町長

10/28

(月)

10/29

(火)

10/30

(水)

10/31

(木)

辞令交付（固定資産評価審査委員会委員）橋 8:40 応接室 ○
第５回臨時町議会 10:00 議場 ○

11/1 平和町内会町政懇談会調整会議 13:00 小会議室 〇
設計事務所との協議 15:15 〇

(金)

11/2

(土)

標茶町総合表彰式 11:00 うぃず ○
11/3 文化祭視察（塘路） 13:30 〇

文化祭視察（阿歴内） 14:20 〇
(日) 自民党北海道第七選挙区支部　政経セミナー 16:00 ＡＮＡクラウンプラザホテル ○

元内閣官房長官河村建夫先生を囲んでの夕食会 17:45 八千代本店 〇



 

11/4

(月)

水防災タイムライン・カンファレンス全国大会2019in北海道 13:00 ホテルスエヒロ（滝川市） 〇

11/5

(火)

道教委教育部長訪問 9:30 北海道教育委員会 〇
水防災タイムライン・カンファレンス全国大会2019in北海道 10:30 札幌市教育文化会館 〇

11/6

(水)

予算編成調整会議 10:00 小会議室 〇
地球温暖化防止実行計画進行管理会議 14:00 中会議室 〇

11/7 北海道防衛局企画部長来庁 16:30 応接室 〇

(木)

医大教授との面談 15:30 旭川医大 〇

11/8

(金)

11/9

(土)

東京しべちゃふるさと会 13:00 ホテルグランドヒル市ヶ谷 ○
11/10

(日)



 
雪印メグミルク㈱本社訪問 9:30 〇
環境省訪問 10:30 〇

11/11

(月)

邑南町職員　寺本氏来庁 14:00 応接室 〇
大地みらい信金標茶支店開設６０周年　記念講演会 18:00 うぃず 〇

11/12 　　　　　　　　　〃　　　 　　　　　　　　　　　懇親座談会 19:30 三楽荘 〇

(火)

予算編成方針会議 10:00 大会議室 ○
釧路開発建設部来庁 13:00 応接室 〇

11/13 第３回町村長会議 17:30 ＡＮＡクラウンプラザ 〇

(水)

滞納整理機構負担金増額要請 10:00 応接室 〇
インフル予防接種 10:30 町立病院 〇

11/14 義援金受納（第２回チャリティー歌謡フェスティバルから） 12:00 応接室 〇
長寿祝い　　 12:55 桜、阿歴内 〇

(木) 町政懇談会（平和町内会） 19:00 平和コミュティハウス 〇

長寿祝い　　　　　　12：55～16：00 12:55 南標茶、中オソ、虹別 〇

11/15

(金)

11/16

(土)

第３３回交通安全防犯推進ミニバレーボール大会 9:00 トレセン 〇
11/17 職員採用二次試験 9:15 〇

総合文化祭音楽祭 午後 〇
(日)



 
国土交通省北海道運輸局釧路運輸支局長との面談 11:00 応接室 〇
児童生徒表彰（12：30発） 13:00 中茶安別小中学校 〇

11/18 塘路町政懇談会調整会議 15:00 中会議室 〇

(月)

児童生徒表彰 13:15 塘路小中学校 〇
児童生徒表彰 14:55 虹別中学校 ○

11/19

(火)

標茶町振興委員会 10:00 大会議室 〇
児童生徒表彰 10:35 磯分内小学校 〇

11/20 児童生徒表彰 13:30 沼幌小学校 ○
釧路開発建設部来庁 14:45 応接室 〇

(水) 虹別小学生バドミントン全道大会出場報告 16:00 応接室 〇
町政懇談会（塘路） 19:00 塘路住民センター 〇

課長等会議 9:15 大会議室 〇
育成牧場運営審議委員会 13:30 育成牧場 〇

11/21 総合計画要望書提出（標茶中学３年） 16:00 応接室 〇

(木)

標茶町総合教育会議 10:00 議員室 〇
㈱北海道クボタ標茶営業所落成式 11:30 標茶営業所 〇

11/22 児童生徒表彰 13:30 虹別小学校 〇
まちづくり町民講座 19:00 開発センター 〇

(金)

虹別市街町内会福祉部との懇談 11:30 親和会館 〇
11/23

(土)

11/24

(日)



 
医局訪問　　　　 旭医、北大、札医 〇

11/25

(月)

北海道酪農振興町村長会議、中央要請活動 9:00 農水省　外 ○

11/26

(火)

全国町村長大会 12:00 ＮＨＫホール 〇
根釧町村長交流懇談会 18:00 北大路品川茶寮 〇

11/27

(水)

標茶町の国民健康保険事業の運営に関する協議会 15:30 町立病院 〇
第２回標茶町立病院運営委員会 16:00 町立病院 〇

11/28 根室・釧路管内商工会長会議懇談会 18:30 テレーノ 〇

(木)

釧路北部消防事務組合職員採用２次試験 10:00 弟子屈消防本部 〇
補正予算協議 14:00 応接室 〇

11/29 北海道社会貢献賞受賞報告 15:00 応接室 〇
町政懇談会調整会議（虹、茶） 15:15 中会議室 〇

(金) 標茶高校、東部ダイハツ筧社長来庁 17:00 応接室 〇

第51回標茶町社会福祉研究大会 10:00 うぃず 〇
11/30

(土)

12/1

(日)
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